
 

服飾専門課程の教員研修状況 

 

  平成 25年度の研修実績 

（対象期間：平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日） 

●企業での研修 ＜専門分野の研修＞ 

 

研修名 弥生会 袖付けの基準について 

対象 弥生会会員 

研修内容 ジャケットの袖設計についての考え方を実演講習 

研修成果  技術向上と授業での指導方法の向上 

研修先・講師 Ops研究会 矢野弘子氏 

日程 平成 25年 4月 12日（金） 

 

研修名 BFGU夏期特別講座 サマージャケットの縫製 

対象 アパレル業界関係者、教員 

研修内容 一重ジャケットの縫製実習 

研修成果 量産を意識したパターン・仕様・副資材で製作し、その内容と技術を習得 

研修先・講師 文化ファッション大学院大学 稲荷田征氏 

日程 平成 25年 7月 20日(土)、21日(日) 

 

研修名 2013年 イトキン夏の技術研修合宿[テーラードジャケットの縫製] 

対象 服飾学校教員 

研修内容 イトキン岩間センターの見学、裏付きジャケットの丸縫い 

研修成果 企業におけるジャケットの縫製・アイロン操作の修得 

研修先・講師 イトキン岩間センター  菊池正哲氏 

日程 平成 25年 8月 26日(月)～8月 30日(金) 

 

研修名 11.23全国縫製サミット 

対象 アパレルメーカー経営者、百貨店関係、専門学校教員、専門誌記者等 

研修内容 日本発物づくりから考えるクリエーションビジネスの展望、アパレルファッシ

ョン産業の再生の方途 

アパレルメーカー経営者、百貨店関係、専門学校教員、専門誌記者等 

研修成果 物づくりの現状と課題について考察 

アパレル業界における、国内生産の現状と問題 

研修先・講師 サンライン(紳士服) 佐藤勝豊氏 

岩手モリヤ(婦人服) 森奥信孝氏 

佐藤繊維(ニット)  佐藤正樹氏 

ファッションしらいし(婦人服) 白石正裕氏 

大阪シンコ―(シャツ) 神村尚樹氏 

タカラ(婦人服) 米倉勝久氏  

日程 平成 25年 11月 23日（土） 

 



 

研修名 弥生会ドレーピング講習会 

対象 弥生会会員 

研修内容 アレキサンダーワンのコートドレスのドレーピング 

研修成果 ドレーピングによるトレンドデザインドレーピング指導力の向上 

研修先・講師 株式会社スペッチオ 樋口吉徳氏  

日程 平成 25年 12月 20日(金) 

 

研修名 アパレルプロダクションセミナー「海外生産のすゝめ」 

対象 文化服装学院教員 

研修内容 海外生産の現状と今後について 

研修成果  アジアの衣料品生産について現状と今後の課題を考察 

研修先・講師 東レインターナショナル株式会社 植井勇二氏  

日程 平成 25年 12 月 13 日（金） 

 

研修名 ファッション予測情報誌プロモスティルセミナー 

対象 文化学園教職員 

研修内容 来るシーズンに向けたトレンド予測 

研修成果 トレンドブックの活用法の習得 

研修先・講師 プロモスティルジャパン株式会社 講師 

日程 平成 25年 11月 20日（水） 

 

研修名 ファッション予測情報誌トレンドユニオン セミナー 

対象 文化学園教職員 

研修内容 来るシーズンに向けたトレンド予測 

研修成果 トレンドブックの活用法の習得 

研修先・講師 トレンドユニオン 家安香氏 

日程 平成 25年 12月 18日（水） 

 

 

  



 

●企業以外での研修 ＜専門分野の研修＞ 

研修名 アパレル CAD研修 

対象 文化服装学院教員 

研修内容 アパレル CADソフトの使用方法 

研修成果 アパレル CADソフトを使用し教材、資料の作成 

研修先・講師 文化服装学院 渡井邦重氏 

日程 平成 25年 8月 1日（木）、8月 2日（金）、8月 3日（土） 

  

 

研修名 平成 25年度勉強会 東京頸髄損傷者連絡会・文化服装学院 

「車いすユーザーのおしゃれと衣服の工夫」 

対象 東京頸髄損傷者連絡会の方、文化服装学院障がい者衣料研究者メンバー 

研修内容 車いすユーザーの方々より衣服に関する各自の工夫点を聞く 

国リハコレクション 2012作品説明 

研修成果 障がい者衣料に関する知識の向上、障がい者衣服に関する問題点の明確化 

研修先・講師 東京頸損・宮原映夫様、櫛田美知子様、文化服装学院・高見澤ふみ 

日程 平成 25年 12月 14日（土） 

 

 

  



 

●＜指導力向上のための研修＞ 

 

研修名 新主任教員研修 

対象 入社 7年目教員 

研修内容 ファシリテーション 

研修成果 クラス運営における学生指導力の向上。 

研修先・講師 株式会社三越伊勢丹ヒューマンソリューションズ 塚本真也氏 

日程 平成 25年 7月 29日(月) 

 

研修名 指導力アップセミナー 

対象 文化服装学院教員 

研修内容 指導力(部下や学生を育てる)の講義とディスカッション 

研修成果 指導力を向上させる具体策を、ディスカッションを通し習得 

研修先・講師 前嶋ゆかり氏 

日程 平成 25年 12月 17日(火)、平成 26年 1月 9日(水) 

 

研修名 専修学校教員教職課程研修会 

対象 入社 2～3年目教員 

研修内容 専修学校の教員としての教育理論や教育心理学の修得 

研修成果 教授法の向上、学生指導力の向上。 

研修先・講師 聖徳大学短期大学教授 古橋和夫氏 / 

筑波大学教授 窪田眞二氏 / 九州大学教授 吉本圭一氏 / 

社団法人日本能率協会学校法人経営支援センター 上席研究員 野口淑氏 / 

常磐大学教授 渡邊光雄氏 / 昭和女子大学特命教授 河野義章氏/ 

東京学芸大学名誉教授 福島脩美氏 / 

亜細亜大学講師 同大学カウンセリングセンターカウンセラー 中根伸二氏 / 

財団法人東京都人権啓発センター 猪瀬義宏氏/ 

株式会社リクルート 中元朗氏 

日程 平成 25年 5月 17日（金）～11月 8日（金） 期間内で 25回 

 

研修名 第 91回服飾ゼミナール 

対象 東京都服飾学校教員 

研修内容 これからのデザイナー育成について 

研修成果 求められる人材育成の認識と確認 

研修先・講師 文化服装学院長 小杉早苗氏 

日程 平成 25年 11月 19日(火) 

 


